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０総記 

見るだけ IT用語図鑑 278                                         草野 俊彦／著 

Web 技術がこれ 1冊でしっかりわかる教科書                            鶴長 鎮一／著 

ブックフェスタ                                           礒井 純充／[ほか]著 

２歴史・地理 

地図と写真でみる半藤一利「昭和史 1926-1945」                   地理情報開発／編 

北条氏の時代                                                        本郷 和人／著 

北条義時                                                        岩田 慎平／著 

鎌倉殿の 13人                                                                       

岡山・倉敷 [2021-2]                                                                

るるぶ伊豆箱根 '22                                                                

るるぶ冬の北海道 [2021-2]                                                         

るるぶもふ旅                                                                       

博物学者佐藤清明の世界                                  佐藤清明資料保存会／編 

３社会科学 

地図で見る中国ハンドブック                              ティエリ・サンジュアン／著 

世界のニュースを日本人は何も知らない 3                          谷本 真由美／著 

老人支配国家日本の危機                                エマニュエル・トッド／著 

2030 未来への分岐点 1                              NHKスペシャル取材班／編著 

文藝春秋オピニオン 2022年の論点 100                                                 

ヒトの壁                                                       養老 孟司／著 

永田町動物園                                                       亀井 静香／著 

国造                                                                篠川 賢／著 

本当に賢い会社のたたみ方                                         花本 明宏／著 

図解まるわかり DXのしくみ                                         西村 泰洋／著 

いちばんわかりやすい確定申告の書き方 2022年版                  土屋 裕昭／監修 

母のトリセツ                                                     黒川 伊保子／著 

子どもを育てられるなんて思わなかった                           古田 大輔／編 

図解でわかる 14歳からの LGBTQ+                        社会応援ネットワーク／著 

図解身近にあふれる「自然災害」が 3時間でわかる本                  左巻 健男／編著 

脳トレで機能向上ホワイトボードレク                              森木 勇一郎／監修 

ウチの江戸美人                                              いずみ 朔庵／著 

基本のラッピング                                            つつみ屋工房／監修 

 

 



４自然・科学 

解きたくなる数学                                                佐藤 雅彦／著 

今日からはじめるばーどらいふ!                                    一日一種／著 

知って楽しいカモ学講座                                         嶋田 哲郎／著 

最強脳                                                    アンデシュ・ハンセン／著 

川崎病がよくわかる本                                              土屋 恵司／監修 

認知症世界の歩き方                                                  筧 裕介／著 

逆流性食道炎自力でよくなる!消化器病の名医陣が教える最新 1分体操大全              

治りにくい心の病                                              久保田 正春／著 

ぜんそく                                                                      

認知症の始まりは歩幅でわかる                                    谷口 優／著 

生理 CAMP                                                     工藤 里紗／監修 

ココが知りたかった!目の病気のメカニズム                           飯島 裕幸／著 

おうちストレスをためない習慣                                杉岡 充爾／[著] 

40 歳からの予防医学                                                  森 勇磨／著 

14 歳から考えたい優生学                               フィリッパ・レヴィン／著 

５技術・工学 

英国建築の解剖図鑑                                          マシュー・ライス／著 

ランキング the Best 2022 年度版                                                 

お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書             内藤 眞弓／著 

スカーフ、ストール、マフラーの巻き方                       鈴木 香穂里／監修 

そうだワンピースを作っちゃおう!                                  津田 蘭子／著 

布合わせが楽しくなるパッチワークの基礎                           岡野 栄子／著 

バッグ作りの教科書                                                越膳 夕香／著 

身につけたいあったかニット                                                        

40 代からの見直しメイク                                       齋藤 有希子／著 

ヘアゴム 1本でなんとかする                                         保科 真紀／著 

有元葉子 乾物                                                       有元 葉子／著 

野菜 1つで、こんなにおいしい!                                  大庭 英子／著 

にっぽん全国おみやげおやつ                                       甲斐 みのり／著 

生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピ                     こてら みや／レシピ 

図解レシピ                                                       小竹 貴子／著 

à table SHIMA vol.01(2021 冬)                                  タサン志麻／著 

いまさら聞けない箸の持ち方レッスン                                中原 麻衣子／著 

野菜はやわらかく煮るほどおいしい                                  飛田 和緒／著 

ムラヨシフルーツパーラー                                 ムラヨシ マサユキ／著 

技師を志した江川三郎八の建築                                  上田 恭嗣／著 

６産業 

今さら聞けない有機肥料の話きほんのき                               農文協／編 

農家が教える足場パイプ&塩ビパイプで便利道具                        農文協／編 

本当に小さな庭づくり                                                高山 徹也／著 

人、イヌと暮らす                                            長谷川 眞理子／著 



いぬ大全 304                                                       藤井 康一／著 

板目・柾目・木口がわかる木の図鑑                                  西川 栄明／著 

はじめてのネット広告                                            船井総合研究所／著 

国鉄・JRの廃線アルバム 中国・四国編                             山田 亮／著 

７芸術・美術 

スマートフォングラフィ                                         あああつし／著 

もっと知りたい柳宗悦と民藝運動                                杉山 享司／監修 

芹沢銈介の日本                                  静岡市立芹沢銈介美術館／監修 

段ボールで作る!動く、飛ぶ、遊ぶ工作                      Jonathan Adolph／著 

100 年後も伝えたい縁起のいい伝統折り紙                           小林 一夫／著 

もう 1曲聴きたい!と言わせるピアノの弾き方                           森 真奈美／著 

鎌倉殿の 13人 前編                                                三谷 幸喜／作 

最後の一年                                                   毎日新聞運動部／著 

スポーツの世界から暴力をなくす 30の方法                           土井 香苗／編 

焚き火の作法                                                         寒川 一／著 

８言語 

日本語の大疑問                                            国立国語研究所／編 

９文学 

このミステリーがすごい! 2022年版           『このミステリーがすごい!』編集部／編 

優しい語り手                                           オルガ・トカルチュク／[述] 

今を生きるあなたへ                                              瀬戸内 寂聴／著 

90 歳、こんなに長生きするなんて。                                  曽野 綾子／著 

ママがもうこの世界にいなくても                                    遠藤 和／著 

詩人別でわかる漢詩の読み方・楽しみ方                         鷲野 正明／監修 

野生のアイリス                                      ルイーズ・グリュック／著 

狙われた楽園                                               ジョン・グリシャム／著 

鏡と光 上・下                                        ヒラリー・マンテル／著 

翼の翼                                                          朝比奈 あすか／著 

舞風のごとく                                                   あさの あつこ／著 

剣樹抄 [2]                                                         冲方 丁／著 

国王の受難                                                       茅田 砂胡／著 

チンギス紀 12                                                北方 謙三／著 

輝山                                                              澤田 瞳子／著 

ブルース Red                                                       桜木 紫乃／著 

かぞえきれない星の、その次の星                                    重松 清／著 

かぐや姫、物語を書きかえろ!                                       雀野 日名子／著 

トリカゴ                                                       辻堂 ゆめ／著 

青天を衝け 4                                                       大森 美香／作 

7.5 グラムの奇跡                                                砥上 裕將／著 

邯鄲の島遙かなり 下                                                貫井 徳郎／著 

皆のあらばしり                                                乗代 雄介／著 

灼熱                                                              葉真中 顕／著 



笑うマトリョーシカ                                                早見 和真／著 

居酒屋「一服亭」の四季                                         東川 篤哉／著 

朝と夕の犯罪                                                         降田 天／著 

三国志名臣列伝 魏篇                                              宮城谷 昌光／著 

偽恋愛小説家、最後の噓                                           森 晶麿／著 

オリンピックにふれる                                                吉田 修一／著 

ルパンの絆                                                         横関 大／著 

ロボット・イン・ザ・ガーデン                        デボラ・インストール／著 

自由研究には向かない殺人                                 ホリー・ジャクソン／著 

オクトーバー・リスト                                  ジェフリー・ディーヴァー／著 

相棒 season19上・中                                      輿水 泰弘／ほか脚本 

迷犬マジック                                                       山本 甲士／著 

 

児童 

未来のきみを変える読書術                                         苫野 一徳／著 

SDGs 入門                                                       蟹江 憲史／著 

世界じゅうの女の子のための日                      ジェシカ・ハンフリーズ／文 

もしも動物と話せたら?                               ジェイソン・ビッテル／文 

ちゃんと知りたい「がん」のこと 3                                  保坂 隆／監修 

調べてわかる!日本の川 1                                       佐久間 博／編著 

まちのナニコレ?図鑑                                                               

2025 年大阪・関西万博 SDGs ガイドブック                           稲葉 茂勝／著 

クマが出た!助けてベアドッグ                                         太田 京子／著 

通信会社図鑑                                                      NTT 東日本／監修 

すてきなタータンチェック                                         奥田 実紀／文 

なんで英語、勉強すんの?                                       鳥飼 玖美子／著 

おさるのゆめ                                               いとう ひろし／作・絵 

ダヤンと霧の竜                                              池田 あきこ／著 

天の台所                                                       落合 由佳／著 

きつねの橋 巻の 2                                              久保田 香里／作 

#マイネーム                                                       黒川 裕子／作 

うさぎのマリーのフルーツパーラー                              小手鞠 るい／さく 

もうひとつのアンデルセン童話                                    斉藤 洋／作 

ジャノメ                                                     戸森 しるこ／作 

めいたんていサムくんとなぞの地図                                  那須 正幹／作 

かいけつゾロリきょうふのダンジョン                            原 ゆたか／さく・え 

体育がある                                                       村中 李衣／作 

オリシャ戦記 PART2                                          トミ・アデイェミ／著 

物語王さまとかじや                                      ジェイコブ・ブランク／文 

エヴィーのひみつと消えた動物たち                              マット・ヘイグ／作 

青いつばさ                                                 シェフ・アールツ／作 

おてんばヨリーとひげおじさん                      アニー・M.G.シュミット／作 



よあけ                                                            あべ 弘士／[作] 

因幡の素兎オオナムチ                                      飯野 和好／文・絵 

おさるのえほん                                        いとう ひろし／作・絵 

わたしのバイソン                                      ガヤ・ヴィズニウスキ／作 

ぎんいろのねこ                                            あまん きみこ／作 

かわいいきいろのクジラちゃん                                かこ さとし／著 

こおりのむこうに                                          かじり みな子／さく 

ゴリラさんは                                                       北村 裕花／作 

そらからおちてきてん                                        ジョン・クラッセン／作 

まっくろ                                                       高崎 卓馬／作 

ありがとうのうたをうたえば                             マイケル・モーパーゴ／さく 

おじいちゃんのねがいごと                           パトリシア・マクラクラン／文 

クリコ                                                          シゲタ サヤカ／作 

きょうはだめでもあしたはきっと                        ルチア・スクデーリ／さく 

せんろはつづくにほんいっしゅう                            鈴木 まもる／文・絵 

すうがくでせかいをみるの                                     ミゲル・タンコ／作 

ぶくぶくざばあ                                                新井 洋行／作 

クリスマスにオオカミは                           ティエリー・デデュー／文と絵 

もりにきたのは                                    サンドラ・ディークマン／作 

雪ダルマ サンタクロースをさがして                    ティエリー・デデュー／文と絵 

オノモロンボンガ                         アルベナ・イヴァノヴィッチ=レア／再話 

はじめにきいてね、こちょこちょモンキー!           ジュリエット・クレア・ベル／作 

チリとチリリよるのおはなし                                         どい かや／作 

ひとりぼっちのもみの木                     クリス・ネイラー・バレステロス／作 

あそぼうクマクマ なにしているかな?森のどうぶつたち   レイチェル・ピアシー／文 

音にさわる                                                     広瀬 浩二郎／作 

仲間と暮らすニホンザル                                       福田 幸広／写真 

ばあばにえがおをとどけてあげる                    コーリン・アーヴェリス／ぶん 

バーナバスのだいだっそう                                 ファン・ブラザーズ／作 

はにわくん                                                 まつなが もえ／さく 

じゅんばんなんてきにしない                                     テリー・ミルン／作 

チリンでんしゃ                                                大原 悦子／文 

おさるのジョージとうひょうをする                                    M.レイ／原作 

マンガ 

アルスラーン戦記 16                                                荒川 弘／漫画 

名探偵コナン Ｖｏｌｕｍｅ３５                                  青山 剛昌／著 

ONE PIECE 巻 101                                              尾田 栄一郎／著 

薔薇王の葬列 16                                                  菅野 文／著 

薔薇色ノ約束 9                                                宮坂 香帆／著 

メイちゃんの執事 ＤＸ 17                                         宮城 理子／著 

クイーンズ・クオリティ 16                                   最富 キョウスケ／著 

はじめの一歩 133                                            森川 ジョージ／著 



ＣＤ・ＤＶＤ 

アウトスタンディング                                                HKT4／8歌 

ザ・ベスト・オブ・クライマックス ［50 J-POP TRACKS］ ’95-’99       シャ乱 Q他／歌 

ザ・ベスト・オブ・クライマックス ［50 J-POP TRACKS］ ’90-’94     B.B.QUEENS 他／歌 

ケツノポリス 12                                               ケツメイシ／演奏 

Human CHANGMIN from                                                   東方神起／歌 

FRIENDS III                                                            Ｂ’ｚ／歌 

Break and Cross the Walls I                            MAN WITH A MISSION／演奏 

FOREVER DAZE                                                        RADWIMPS／演奏 

Time flies                                                        乃木坂４６／歌 

923 形ドクターイエロー                                                         

 


